
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2018-19 年度 地区方針】それぞれが輝くロータリー 自らの行動でクラブの可能性を拡げよう                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

    例 会 報 告      

 開会点鐘  小島 徹会長  

 司  会  原 敏之 SAA 

 合  唱  「我らの生業」 

 お客様紹介  長戸 隆彦 親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

9・10 月 プログラム名 

第 3 例会 9 月 25 日 

卓話 日本とキルギスの架橋に 

松田 信治様 キャル基金代表 

元 JICA ｼﾆｱ海外ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

ｸﾞﾙﾑ･ｶｼｨﾑｴｳﾞｧ様（全盲の歌手） 

ｶﾘﾏﾝ･ｳﾒﾄﾊﾞｴﾜ様（演奏者） 

ﾅﾙｷﾞｰｻﾞ･ﾊｼﾞｰｴｳﾞｧ様（同行者） 

第 1 例会 10 月 2 日 

会員お祝い R 財団贈呈式 

米山奨学金授与式 

青少年交換学生活動費授与式 

卓話 第 2590 地区学友会会長 

朝倉 春菜様（オペラ歌手） 

出 席 報 告 伊藤 稔出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43 名 34 名 

9 名 

対象外 

（6） 

91.89％ 

欠 11 名 

対象外 

（9） 

MU0 名 93.94% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  井上 光明会員   

小林 敏伸会員  小丸日出夫会員  白井 正男会員 

朝倉 和信会員  松井 孝至会員  冨岡 正一会員 

田邉 進 会員   

ニコニココーナー  大牟田 淳 （補）SAA 

齋藤 栄一様：地区大会参加のお願いに伺いました。よ

ろしくお願いします。 

市川 清様：どうぞよろしく。 

吉岡 憲士様：お世話になります。 
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小島 徹会長：NTT ﾃﾞｰﾀｼﾞｪﾄﾛﾆｸｽ㈱金井克治様、本日は

お忙しい中卓話よろしくお願いします。地

区副幹事齋藤様・依田様地区大会のご案内

ありがとうございます。 

貝田 充幹事：第 2590 地区副幹事齋藤様・依田様本日

はご来会ありがとうございます。また NTT

ﾃﾞｰﾀｼﾞｪﾄﾛﾆｸｽ㈱金井様本日の卓話楽しみに

しております。よろしくお願いいたします。 

伊藤 文治会員：金井克治様、ご多忙の中卓話を頂きあ

りがとうございます。 

川口 禮敬会員：朝山さん過日の藍綬褒章祝賀会盛会に

ておめでとうございました。金井克治様卓

話ありがとうございます。楽しみに拝聴さ

せていただきます。 

鹿島 義久会員：本日は NTT ﾃﾞｰﾀｼﾞｪﾄﾛﾆｸｽ㈱主任ｺﾝｻﾙﾀ

ﾝﾄ金井克治様卓話よろしくお願い致します。 

中山 武夫会員：本日の卓話 NTT ﾃﾞｰﾀｼﾞｪﾄﾛﾆｸｽ㈱金井克

治様卓話ご苦労様です。 

金子 利昭会員：本日の卓話金融ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部金井克

治様よろしくお願い致します。 

渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよろ

しくお願い申し上げます。 

朝山 秀男会員：過日の祝う会へは会長や会員の皆様に

はお運び頂き心より感謝と御礼を申し上げ

ます。 

井上 裕司会員：朝山さん先日の祝賀会で盛会おめでと

うございました。中山さん帰り同乗させて

いただきありがとうございました。 

柾木 國義会員：本日の卓話金井克治様ご苦労様です。 

細山 勝三郎会員：金井克治様お忙しい中卓話ありがと

うございます。 

長谷川 俊雄会員：先日の朝山さん藍綬褒章受章披露宴

盛大でした。ありがとうございました。 

上原 伸一会員：佐川さん入会おめでとうございます。

入会式欠席失礼しました。 

合計   17件 
  

27,000
円 

累計  171 件   259,000 円 

会 長 報 告 小島 徹会長 

1.地区より 2018-19 年度国際ロータリー第 2590 地区 

 地区大会 RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会のご案内が 

 届いております。 

 日 時：11 月 9 日（金） 17：00～19：00 

 場 所：ヨコハマグランド インターコンチネンタル 

 ホテル 3F ボールルーム 

 出席対象者：地区関係者）地区役員・ガバナー補佐・ 

 地区委員長・大会関係者 クラブ関係者）会長・幹事 

2.地区よりクラブ奉仕活動部門委員長会議開催のご案内 

 が届いております。 

 日 時：10 月 9 日（火） 15：00～17：00 

 場 所：メモワールプラザ ソシア 21 4F「ザ・ウィ 

 ング」 

3.地区ロータリアンの美術親睦活動グループより「第 5 

 回地区大会芸術祭作品出展のお願い」のチラシが届い 

 ております。ポスティングしてありますので、参加ご 

 希望の方は 10/31 迄にお申込みください。 

4.地区より 2018 学年度米山カウンセラー研修会開催の 

 ご案内が届いております。 

 日 時：10 月 4 日（木）15：00～17：00 

 場 所：メモワールプラザ ソシア 21 3F『セリビア』 

5.地区国際奉仕委員会より「タイへの海外メークアップ 

 ツアー開催」のご案内が届いております。詳細は回覧 

 いたします。お申込みをご希望の方は事務局までお願 

 いします。 

幹 事 報 告 貝田 充 幹事 

1.例会変更  

 川崎鷺沼 10 月 3 日（水） →7 日（日）に変更 

      移動例会 

      鷺沼商店街 秋祭り 出展参加 

 川崎北  9 月 19 日（水）  親睦一泊移動例会 

      箱根湯本 河鹿荘 点鐘 18：00 

      10 月 31 日（水） 休会 

      11 月 14 日（水）→10 日（土）に変更 

      地区大会 パシフィコ横浜会議センター 

      12 月 19 日（水） 年忘れ家族会 ヨコハ

マグランドインターコンチネンタルホテル 

     12 月 26 日（水） 休会 



 

 

川崎中央 9 月 17 日（月）  休会 

     9 月 24 日（月）  休会 

     10 月 8 日（月）  休会 

     10 月 15 日（月）1500 回記念夜間移動例会 

  川崎キングスカイフロント  東急 REI ホテル 5F 

2.会報受理   新川崎ＲＣ  回覧いたします。 

 地区大会の参加のお願い  

第 2590 地区 地区副幹事 

斉藤栄一様（横浜中 RC） 

依田龍治様（横浜中 RC） 

 

 

 

 

 卓話  

金井 克治様 様 

NTT データジェトロニクス㈱  

主任コンサルタント 

 

 

 

 

略歴 

１９６８年 神奈川県横浜市鶴見区 生まれ 

１９８６年 神奈川県立 横浜翠嵐高校 卒業 

１９９０年 東京理科大学 理工学部 数学科 卒業 

１９９０年 日本オリベッティ（株） 入社（システ

ムエンジニア） 

２００７年 ＮＴＴデータ ジェトロニクス（株） 

（NTT データの傘下に入る） 

２０１６年 （株）ＮＴＴデータ 出向 （ビッグデ

ータ・AI 活用のビジネス企画・営業） 

２０１８年 ＮＴＴデータ ジェトロニク

ス（株） 復帰（金融ソリューション企画） 

座右の銘： 鶏口牛後 

 

 

 

 

『ビッグデータ・AI 活用』 ～ 

「生保 法人営業コンシェルジュ」（仮）＆ 

「ダイナミックプライシング」への挑戦！ 

子供のころから算数・数学が好きで、一方、中学・

高校は陸上部長距離に打ち込み駅伝の県大会に出場。

大学は某有名私立大学の体育学科を受験するも、一

流スポーツ選手には勝てないと悟り、合格した理科

大数学科に進む。大学では「位相幾何学」を学ぶも、

ここで最大限勉強・研究をしても「ガウスの定理」

を超える発見は難しいと考え、「数学の楽しさ」を子

供たちに教えること、あるいは「数学を実社会で活

かすこと」をやっていきたいとの思いになる。 

しかしながら、兄が高校の教師をやっていて、一度

教員になると一般の業界・企業に行くことは難しい

との助言があり、当時の「コンピューター業界」で

「どこまで数学的なひらめき・センスが役に立つか、

社会で貢献できるか」を試したいとの思いでコンピ

ュータ業界に進むことにする。1990 年当時はバブ

ルがはじける直前で、銀行や一流企業を含めどこに

でも行ける時代だったが、高校の漢文で習った「鶏

口牛後」に従い、たまたま「イタリアの工場見学」

にも行かせてもらった身の丈であろう「日本オリベ

ッティ」に縁があると考え、また、創始者 カミロ・

オリベッティの企業哲学“企業は金儲けだけでなく、



 

 

社会的文化的貢献をしなくてはならない…”に感銘

しこの会社の門を叩いた。 

その後、システムエンジニア、社内情報システム、

新規ビジネス企画・営業という道をたどり、現在は

「ビッグデータ・AI 活用」のビジネス企画を経て、

「金融ソリューション企画」を担当。また、それら

の新規ビジネスを効果的にマーケットに広げるため

に、「リファーラル・マーケティング」（口コミによ

る顧客開拓/獲得）では世界的に実績の出ている

「BNI」（Business Network International）のメン

バー兼ディレクターコンサルタントとして活動中。 

卓話ではこれらの経験をもとに、現在社会で求めら

れる「あるべき IT」をどのように世の中に届けてい

くか、それによってどのように社会貢献をしていく

かについて、お話をさせて戴ければと存じます。 

 

 

 

 本日の食事  

 


